
登録番号：IFC2017355-00

例外事項

検査を実施したページごとの結果

A AA

toku0001 適合 適合

toku0002 適合 適合

toku0003 適合 適合

toku0004 適合 適合

toku0005 適合 適合

toku0006 適合 適合

toku0007 適合 適合

toku0008 適合 適合

toku0009 適合 適合

toku0010 適合 適合

toku0011 適合 適合

toku0013 適合 適合

toku0014 適合 適合

toku0015 適合 適合

toku0016 適合 適合

toku0017 適合 適合

toku0018 適合 適合

toku0019 適合 適合

toku0020 適合 適合

toku0021 適合 適合

toku0022 適合 適合

toku0023 適合 適合

toku0024 適合 適合

toku0025 適合 適合

toku0026 適合 適合

toku0027 適合 適合

toku0028 適合 適合

toku0029 適合 適合

toku0030 適合 適合

toku0031 適合 適合

toku0032 適合 適合

toku0033 適合 適合

toku0034 適合 適合

toku0035 適合 適合

toku0036 適合 適合

toku0037 適合 適合

toku0038 適合 適合

toku0039 適合 適合

toku0040 適合 適合

toku0041 適合 適合

toku0042 適合 適合

toku0043 適合 適合

toku0044 適合 適合

toku0045 適合 適合

toku0046 適合 適合

toku0047 適合 適合

toku0048 適合 適合

toku0049 適合 適合

toku0050 適合 適合

2017年12月20日1時20分31秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kengainokata

2017年12月20日1時26分17秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho

2017年12月20日1時32分00秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi

2017年11月11日11時11分42秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/

2017年12月20日1時08分25秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/system/searches?part_id=0&grant_table=&search_word=&related=0

2017年12月20日1時14分51秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata

2017年10月5日1時06分36秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/schedule/doc

2017年10月5日1時13分24秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/activity-topics

2017年10月5日1時21分27秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/otoiawase/otoiawaseform

2017年10月5日0時49分32秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/tokushima-wakuwaku-talk

2017年10月5日0時54分32秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/column

2017年10月5日0時59分47秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/cost

2017年10月5日0時22分39秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/message

2017年10月5日0時26分59秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/profile/

2017年10月5日0時44分13秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor/policy

2017年10月1日1時34分48秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/shitsumon

2017年10月1日1時44分03秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/sitemap

2017年10月5日0時18分04秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/governor

2017年10月1日1時06分35秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho/internet

2017年10月1日1時11分21秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/keieisenryakubu

2017年10月1日1時16分53秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/tokei

2017年9月18日1時52分24秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kocho

2017年9月18日1時57分33秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kanrennochiiki

2017年9月18日2時02分43秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kanrennochiiki/todoufuken

2017年9月18日1時36分32秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/opendata

2017年9月18日1時41分35秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/johokokai

2017年9月18日1時46分59秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/hodoteikyoshiryo

2017年9月18日1時12分36秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki

2017年9月18日1時24分31秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/keieisenryakubu/hisyoka

2017年9月18日1時30分36秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/jorei

2017年9月18日0時12分28秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/tokushimakennitsuite/tokushimakemminnota

2017年9月18日0時16分25秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo/shingikai

2017年9月18日0時20分23秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/zaisei

2017年9月18日0時00分04秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki

2017年9月18日0時03分57秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/socialmedia

2017年9月18日0時08分27秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/tokushimakennitsuite

2017年9月17日23時44分46秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/foreignlanguage

2017年9月17日23時51分33秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/bousaianzenanshin

2017年9月17日23時55分28秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/shinchaku

2017年9月17日23時33分21秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/onlinegyosei

2017年9月17日23時37分05秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata

2017年9月17日23時41分00秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho

2017年9月17日23時21分24秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/goriyouhouhou

2017年9月17日23時25分12秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/access

2017年9月17日23時29分01秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/floormap

2017年9月17日23時09分58秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/accessibility

2017年9月17日23時13分53秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/rss

2017年9月17日23時17分34秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/otoiawase

検査日時 管理番号 検査対象品目(URL)
適合レベル及び検査結果

2017年9月17日22時22分13秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/sitepolicy

被検査ウェブコンテンツは、対象URLのスタティックス・ソースコードを利用者と同じアクセスルートで取込、検査結果と共に記録保存しています。

(注意）検査証明書は、本検査証明書、達成基準チェックリスト、実装チェックリスト一式となっています。一部分を複写しての使用はできません。
備考

その他注意事項

検査は、検査機関の検定試験に合格した登録検査員が行ないました。

検査結果は、適合または達成度でページ単位及び達成基準単位に記載しています。

達成度とは、検査を行った総コンテンツ数のうち適合と判定されたコンテンツ数の割合です。

検査機関 NPO法人JCI 検査責任者 鈴木　雅彦

検査対象品目所有者 徳島県 検査依頼者

依存しているウェブコンテンツ技術
HTML5 CSS 3

JavaScript
検査に使用したツール

Libra(JIS X 8341-3:2016判定ツール）,W3C

Markup Validation Service,カラーコントラストアナライ

ザー 2013J

達成基準チェックリスト 登録番号IFC2017355-00別紙 実装チェックリスト 登録番号IFC2017355-00別紙

検査実施期間 2017年9月15日 ～ 2018年2月20日 検査日時 下記表に記載

検　査　証　明　書

徳島県公式ホームページ
  標記ウェブサイト及びウェブアプリケーションの下記表記載のウェブページ（URL)は、

  適用規格に基づき適切に検査されたことを証明します。

適用規格 JIS X 8341-3:2016（ISO/IEC 40500:2012) 適合レベル AA



toku0051 適合 適合

toku0052 適合 適合

toku0053 適合 適合

toku0054 適合 適合

toku0055 適合 適合

toku0056 適合 適合

toku0057 適合 適合

toku0058 適合 適合

toku0059 適合 適合

toku0060 適合 適合

toku0061 適合 適合

toku0062 適合 適合

toku0063 適合 適合

toku0064 適合 適合

toku0065 適合 適合

toku0066 適合 適合

toku0067 適合 適合

toku0068 適合 適合

toku0069 適合 適合

toku0070 適合 適合

toku0071 適合 適合

toku0072 適合 適合

toku0073 適合 適合

toku0074 適合 適合

toku0075 適合 適合

toku0076 適合 適合

toku0077 適合 適合

toku0078 適合 適合

toku0079 適合 適合

toku0080 適合 適合

toku0081 適合 適合

toku0082 適合 適合

toku0083 適合 適合

toku0084 適合 適合

toku0085 適合 適合

toku0086 適合 適合

toku0087 適合 適合

toku0088 適合 適合

toku0089 適合 適合

2018年2月16日14時57分54秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/nogyo/5001955

2018年2月16日15時02分16秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/shushokushien/5009017

2018年2月16日15時06分55秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/kokusaikoryu/5002869

2018年2月16日14時44分35秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/shoukouroudoukankoubu/roudoukoyousenryakuka/

2018年2月16日14時49分01秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/bunka/5008323

2018年2月16日20時42分44秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/koreishafukushi/5009199

2018年2月16日14時30分32秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/kenminkankyoubu/tokushimabunkashinkouka/

2018年2月16日14時35分11秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/hokenfukushibu/choujuikigaika/

2018年2月16日14時40分02秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/nourinsuisanbu/nourinsuisanseisakuka/

2017年12月20日3時46分55秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho/tv/

2017年12月20日3時52分01秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/tokushimakennitsuite/tokushimakennogaiyo/

2018年2月16日14時22分09秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/shoukouroudoukankoubu/kokusaika/

2017年12月20日3時32分11秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/sitepolicy/linkhoukokuform

2017年12月20日3時36分42秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho/kohoshi/5008062/5008263

2017年12月20日3時42分07秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/koho/kohoshi/

2017年12月20日3時18分08秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/chuionegai/

2017年12月20日3時22分38秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/sodan/

2017年12月20日3時27分36秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/tyosashiryo/

2017年12月20日3時04分49秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/ibentokoza/

2017年12月20日3時09分15秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/kyoninkatodokede/

2017年12月20日3時13分47秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/zyoseiyushi/

2017年12月20日2時52分08秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/nyusatsu/

2017年12月20日2時56分31秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/shikakushiken/

2017年12月20日3時00分42秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/mokuteki/bosyu/

2017年12月20日2時33分58秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ict/2011040800107

2017年12月20日2時39分16秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/gakkokyoiku/2012092400017

2017年12月20日2時45分34秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/iryo/2012022200182

2017年12月20日2時19分33秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenchoshanojoho

2017年12月20日2時24分05秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009091500237

2017年12月20日2時29分26秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ict/5001227

2017年12月20日2時05分40秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/nyusatsu

2017年12月20日2時10分17秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/kenseisogo

2017年12月20日2時14分58秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/saiyo

2017年12月20日1時51分32秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo

2017年12月20日1時56分09秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kendozukuri

2017年12月20日2時00分58秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/bosai

2017年12月20日1時37分37秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/shohiseikatsu

2017年12月20日1時42分26秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko

2017年12月20日1時46分58秒 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku


